
第４ 章
地域遺産の活用を目指した地域活動の支援
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4-1　事業の概要

地域において地域遺産を適正に管理していく団

体の育成を図ると共に、ナショナルトラスト活動

推進の動機付けを得るため、全国の各地域におい

て、地域遺産の管理・活用に関連する活動を目的

とする団体の立ち上げ、展開に関する研修会を実

施した。

実施箇所については、地域遺産が存在しており、

地域遺産を活用した観光振興に取り組むことが想

定される地域を 2 カ所程度選定した。

一つは、平福地区（兵庫県佐用町）とした。当

地区は伝統的な町並み景観の残る当地区である

が、2009 年 8 月 9 日の台風 9 号により被災し

た地区であり、観光まちづくりへの展開を見すえ、

地域における団体の立ち上げに向けた地域の関係

主体が参加する研修会を実施した。またもう一つ

は、八女福島地区（福岡県八女市）とした。当地

区は街なみ環境整備事業（1995 年）の実施、重

要伝統的建造物群保存地区の選定（2002 年）と

地域の盛り上がりを経て、現在は観光まちづくり

等といった次の展開へ移行を図っている。そこで

1994 年に設立され地域で活動を続ける NPO を

中心に、より多くの地域の主体が参加し今後の展

開を目的とした研修会を実施した。

それぞれの地区において主体となった団体、

NPO の報告に基づき、次項より各地区の事業概

要について述べる。

4-2　兵庫県佐用郡佐用町平福の事例

4-2-1　概要

平福地区は 1983 年に（財）日本ナショナルト

ラストにより観光資源保護調査が実施されてい

る。この調査をきっかけとして、同年、佐用町歴

史的環境保存条例が制定され、調査地区全体を歴

史的環境保存地区に指定してこれまで、行政と住

民でそのまちなみ景観を守ってきた地区である。

しかしながら、2009 年８月９日夜半、同地域

における気象庁観測史上過去最大となる雨量（最

大１時間雨量 89mm、日降雨量 326.5mm）を伴っ

た台風９号は、佐用川を氾濫させ、平福地区内の

多くの建物に床上浸水以上の大きな被害をもたら

した。

世帯数 140 足らずの地区内で、被災直後から

10 棟を超える建物が解体撤去され、また、平福

を代表する築 200 年の町家も存続の危機に直面

している状況にある。

平福には前述の築 200 年の町家を含め兵庫県

が指定する３件の景観形成重要建造物や宮本武蔵

が幼少期を過ごした旧田住家の日本庭園や利神城

など複数の歴史的建造物が存在するが、被災した

ままの状態で放置されているものが多く見られ

る。また、高齢の観光ボランティアガイド（３名）

の後継者も育っておらず、ガイド自身も平福の地

域遺産が語り継がれていけなくなることに危機感

を抱いている。

そこで、地区住民が地域遺産を見つめ直し、そ

の価値を再認識するためにも、観光ボランティア

ガイドによる観光ガイドを地区住民が体験し、ガ

イドが口述する “ 平福 ” を後世に残し伝えるため

必要性が生じているところである。

本事業における目標は、下記の通りである。

・平福の地域遺産の再発見とその価値の再認識

・住民全体で平福の価値（または課題）を共有

　することと、あらたなまちづくり活動をスター

　トさせることの周知徹底

さらに、中長期の目標は下記の通りである。

・維持管理者が不在となる “ 景観形成重要建造

　物 ” の利活用体制の確立

・景観形成重要建造物 “ 以外 ” の建物の利活用

　体制の確立
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・地域遺産を活かしたまちの活性化（観光人口

　の拡大および観光客にお金を使ってもらう仕組

　みづくり）

また、本事業により期待される効果として、①

場所や地域の価値を再認識することで地域遺産の

具体活用を考える基礎的条件を整えること、②今

後の観光ボランティアガイドの後継者育成のきっ

かけづくりとすることであると考える。

取組みの主体となるのは、平福まちづくり会で

ある。この会は、原田昇代表を中心とし、「平福

地域づくり協議会」「平福文化と観光の会」「郷土

を考える会」の３つのまちづくり組織の有志によ

り構成されている。

4-2-2　事業経緯

（1）地域遺産講習会の開催

地域遺産の関連団体による講習会が 5 回開催さ

れている（各回 20 名参加）。それぞれの実施日、

テーマ、講習内容の概要、主な意見等に関しては、

以下に示すこととする。

1）講習会①

テーマ：研修の意義と今後の進め方について

日時：2010 年 1 月 8 日（日）19:30 ～

場所：平福地域福祉センター

初回の開催にあたり、研修意義の説明と成果物

（リーフレット）の作成に向けての方針について

以下の通り検討を行った。

・成果物は、地区住民向けの平福ガイドとする。

・形状は、保存しやすさや印刷文字を大きくする

ことを念頭にＡ４版とする。

・中身の構成は、「平福の歴史遺産」「平福の伝統」

「平福の伝承」・・・というように項目を整理して

記載することとする。

・既存の平福観光マップ裏面に掲載された 27 項

目は含め、マップも活用することとする。

2）講習会②

テーマ：リーフレットの記載内容について

日時：2010 年 1 月 13 日（水）19:30 ～

場所：平福地域福祉センター

今回は、出席者でワークショップ形式により

リーフレットに掲載する項目出し作業を行った。

２つの班に分かれて、項目出しを実施した。

・各班の提案を共有するために、それぞれで洗　

い出した項目を各班代表が報告した。

・作業の結果、「まちづくり」「建造物」「人物」「生

活くらし」などの８つのカテゴリーで約 90 余　

りの項目が提案された。

・これに既存の観光マップ掲載の 27 項目を加　

えると合計 120 項目となる。

リーフレットの体裁、構成についてはメンバー

全員では協議しにくいので、小委員会のようなも

のを設置してそこで検討することに決定した。作

業を名乗り出た者は４名である。

3）講習会③

テーマ：リーフレット記載内容、執筆分担等

日時：2010 年 1 月 27 日（水）19:30 ～

場所：平福地域づくりセンター

前回のワークショップ（ＷＳ）で提案されたリー

フレット掲載項目の整理票での再確認作業を行

い、さらに原稿執筆できる者の確認等がなされた。

掲載項目の確認では、提案されたものをすべて

記載するかどうか等の議論がなされ、最終的には

取りあえず編集委員会のイメージで原案を作成し

て、それを元に全体講習会で検討するということ

になった。また、原稿執筆者の確認では、掲載方

法を工夫して、基本的にはできるだけリーフレッ

トに出てきた意見を反映させ、文献資料がない掲
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載項目については次回までに編集委員会で洗い出

しを行うことにした。

4）講習会④

テーマ：地域資源の位置に関する確認

日時：2010 年２月 17 日（水）19:30 ～

場所：平福地域づくりセンター

リーフレットに掲載する地域資源のうち、編集

委員会ではその位置が確定できなかった項目につ

いて、住宅地図上に落とし込む作業を実施した。

5）講習会⑤

テーマ：現地においてリーフレットへの掲載内容

の確認

日時：2010 年３月７日（日）9:00 ～

地域遺産紹介リーフレットを作成するに際し

て、掲載する内容の一部にまだその実態について

把握できていない項目が含まれていることから、

現地での確認作業を実施した。

配布された資料を手に 16 の地域遺産（「金倉橋」

「番太屋敷」「枡形」「三本松公園」「子作り岩」「平

福銀行跡」「堀の上」「堀の下」「御殿屋敷」「お花畑」

「二つの石橋（２箇所）」「小走りの水」「道路元標」

「槍倒しの松」「芭蕉の句碑」）を現地確認した。

「枡形」については誰もその存在を知らなかっ

たが、昔の記憶を辿りながら現地の状況を確認す

ることで、その場所を特定することができた。「芭

蕉の句碑」については既に撤去されており、その

もの自体を確認することが出来なかった。利神城

の石垣については、文献資料にあった当時の石垣

位置と現地の場所をほぼ特定することができた。

また、残された石垣については、当時の縄張りと

現地が照合できるような立て看板を現場に設置す

る必要があるとの意見が出された。

写真 4-1　講習会①の様子

写真 4-2　講習会②の様子

写真 4-3　講習会③の様子

写真 4-4　講習会④の様子
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（2）意見交換会の開催

テーマ：住民への取り組み報告等

日時：2010 年２月 28 日（日）13:30 ～

場所：佐用文化情報センター（おりひめ文化ホー

ル）

参加者：約 60 名（平福まちづくり会 17 名＋地

元住民 40 名＋佐用町２名＋事務局１名）

当会のこれまでの取り組みについて住民に対す

る報告会を開催した。当日は、当会のメンバー、

行政職員を含めて約 60 名が参加。最初に盛崎副

会長から今回の取組経緯と取組概要を説明したあ

と、原田会長がパワーポイントを使って、これま

での取組詳細を参加者に説明した。

現地見学会として昨年 12 月 20 日に「観光ガ

イド付きまち歩きイベント」を実施した際にチラ

シを全戸配布していたことから、参加者の大半が

今回の取組み自体は知っていた模様であった。た

だし、他団体との交流や過去の取組みの再発見作

業、地域遺産紹介リーフレットの作成等の具体の

中身については初めて知る者が多く、「早く完成

したリーフレットを見せて欲しい」というような

声も聞かれた。災害復興をきっかけに、まちの再

発見を行った今回の事業活動の意義を当会のメン

バーが認識し、共有することができた今回の報告

会は、成功であったと思われる。

（3）現地見学会の実施

テーマ：まちの再発見イベント

日時：2009 年 12 月 20 日（日）

まちに存在する地域遺産を地域住民に知っても

らうため、平福観光ボランティアのガイドによる

まちあるきイベントを開催した。

参加対象は主として地域住民であり、下記の通

りに実施した。

1）10:00 ～　観光ガイド原田班　参加者 23 名

　（住民 20 名（平福まちづくり会含む）／県　

　１名／まちかどカメラマン１名／ガイド１名）

2）13:30 ～　観光ガイド横山班（配布資料あり）

　参加者 24 名（住民 20 名（平福まちづくり会

　含む）／佐用町１名／県１名／ま　ちかどカメ

　ラマン１名／ガイド１名）

写真 4-5　講習会⑤の様子

写真 4-6　意見交換会の様子

写真 4-7　現地見学会の様子
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（4）リーフレットの作成

リーフレット作成にあたり、小委員会を設置し、

記載内容やデザイン、構成等の検討を行った。

作成の目的としては、①地元の者がより “ 平福 ”

を知るため、②観光ボランティアガイドの後継者

育成のため、③平福ＰＲのためという３点が挙げ

られた。

構成としては、項目ごとに写真と解説をつけた

ようなガイド式とし、地区（町）順に掲載するこ

ととした。その他、デザインや執筆の役割分担等

の議論を重ね、構成案を講習会にて検討した。そ

の後、修正や加筆を行っていった。

さらに、現地見学会や意見交換会における成果

も反映させ完成へと至った。

4-2-3　まとめ

平福には、昭和 51 年からまちづくりに取り組

んでいる「平福文化と観光の会」や、それよりも

一回り若い世代が平成２年に立ち上げた「郷土を

考える会」、平成 17 年の市町合併に伴い行政主

導で立ち上げた「平福まちづくり協議会」の計３

つのまちづくり関連団体がある。各団体が持ち

帰って事業の申請を協議した結果、それぞれの団

体から 22 名の有志が手を挙げ「平福まちづくり

会」を結成することになった。

研修会では、「何をするか」「どのように進める

のか」を夜遅くまで議論した。その中で、「平福

観光ボランティアのガイドを聞いたことがある

が、65 歳の自分でさえ知らないことが多く、と

ても勉強になった」、「小学生の頃、町中をうろう

ろしていた二人連れの観光客に平福を案内してあ

げたことがあり大変喜ばれた。その後、今度はバ

ス１台の団体で観光に来てくれたので驚いたと同

時にとても嬉しかった」などという話がメンバー

からでた。平福の観光ボランティアガイドは、以

前５名いたガイドも現在は３名になり、いずれも

80 歳前後の高齢であるため、後継者の必要性が

高まっていた。次の世代に、平福の様々な地域遺

産を語り継いでいってもらうため、また地域住民

がもっと平福のことを知り、誰もが観光ガイドを

務めることができるようになるために、“ 地域遺

産紹介リーフレット ” を作ることを取組みの目標

とした。

12 月の現地見学会では、平福の住民向けの “ ま

ちの再発見ツアー ” として実施したが、ベテラン

ガイドの解説内容を記録に残そうという声があが

り、日頃はケーブルテレビの撮影業務に従事して

いる “ 佐用まちかどカメラマン ” に撮影を依頼し、

その成果をＤＶＤに編集した。メンバーの一人が、

そのビデオからテープ起こしをして口述録も作成

した。

それから、観光ガイドから学んだ地域遺産の

数々を含め、佐用町史や図書館の郷土関係資料に

も手を広げて、ワークショップなどの手法も取り

入れながら、リーフレットにとりあげる地域遺産

の選定と資料収集作業を進めた。

昔のまちなみ風景を残す資料を探す中で、「平

福 文化と観光の会」が昭和の時代に作成した平

福ＰＲビデオ「平福 600 年の今昔」が約 30 年

ぶりに日の目を見ることとなった。当時は、わず

かな補助金で作成したということで、当時の会員

が自宅の８ミリビデオで撮影した映像に字幕スー

パーをつけ、それにナレーション（神姫バスの元

バスガイドによるもの）をつけたビデオである。

今回の活動メンバーのほとんどはビデオの存在す

ら知らなかったので、それをＤＶＤに焼き直して

メンバーで鑑賞した。

また、1985 年に篠田正浩監督でつくられた映

画「鑓（やり）の権三（ごんざ）」のロケ地になっ

たために多くの観光客が平福に押し寄せたことか
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ら、その観光客向けに作成された「利神城と平福」、

「宮本武蔵と平福」などの紙芝居の存在も明らか

となった。中学校の美術の先生の手による鮮やか

な挿絵のついた紙芝居である。これは、今回の地

域遺産紹介リーフレットにそのまま掲載すること

となった。

今回の “ まちの再発見 ” の取組みを振り返ると、

“ 過去のまちづくり活動の再発見 ” でもあった。

「流した汗は、歴史に残る」という言葉が使われ

るが、今回の事で業はまさにその言葉の意味を噛

みしめながら活動をしていたように思う。

また、平福には地元の商工会がたてた観光案内

板があるが、その観光案内の絵マップを描いた方

が、“NPO 法人ひと・まち・あーと ” というまち

づくり団体を立ち上げて、隣接のたつの市で活動

していることがわかった。今回の活動がきっかけ

となり、その団体との交流が始まったことは今回

の取組みの副産物である。

また、今回講習会のメンバーが３月５日に東京

で開催された「地域遺産フォーラム 2010」に参

加することとなり、他の発表者から多くのことを

学ぶ有意義な機会を得た。福岡の八女地区では、

住民からの出資金を元手に空家改修を行い、入居

者からの家賃収入を出資者に返済する手法で過去

15 年間で 32 件の空家を埋めることに成功して

いた。やる気があればわが平福でも可能な手法で

ある。また、ＪＲ東日本では “ 旅市 ” という地域

を観光地に育てる商品開発をされており、ＪＲ駅

周辺の住民との協働作業によりそこにある地域遺

産を活用した様々な地元住民を巻き込んだ観光ツ

アーを開発していると知った。平福には智頭急行

株式会社の平福駅があるが、そうした企業との連

携の可能性も教わった。

今回の事業の成果としては、地域遺産紹介リー

フレットをとりまとめる過程で、平福の住民にあ

らためて地域遺産を見直すきっかけを提供するこ

とができたことであるが、後述の参加者アンケー

トの結果からも、あらたなまちづくりの機運が生

まれたのではないかと評価できよう。

平福の発展のためには、その地域遺産を活かし

た観光地としての発展が不可欠と考える。昭和初

期には平福の半数以上の住民が様々な種類の店を

営んでいたが、現在、道の駅以外には土産物屋は

おろか飲食店もない。精肉店、お醤油屋などわず

か数件の店舗が残っている程度である。今後は、

空家となっている町家を店舗として活用していく

ことや、増えていく空地に町家を建てて商売して

もらうための手法を地域で検討していくことが課

題ではないか。

全国の成功事例や先進事例を学ぶためのアドバ

イザーの依頼費用や、先進地視察、講師謝金、ま

た町家の一棟をモデル的に店舗として改装するた

めの助成事業などに関わる情報提供も、今後必要

となってくる。

また、今回の事業で作成した地域遺産紹介リー

フレットをもとに、観光ボランティアガイドの新

しい後継者が出てくることを大いに期待する。
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4-3　福岡県八女市福島の事例

4-3-1　概要

八女市は福岡県の南部にあり、福岡市から約

50km 離れ、大分県と熊本県に接している。その

八女市の中心にあるのが八女福島である。

天正 15 年筑紫広門が築いた福島城を、慶長 5

年に柳川城主となった田中吉政が、支城として大

改修した。城は三重の堀によって囲まれ、中堀と

外堀の間、南半分に往還道を通し、町人地が整備

された。町人地には短冊状に地割がなされ、その

後、福島が久留米藩有馬豊氏の支配地となり、福

島城が廃城になって以降も八女地方の在方町とし

て発展し、その賑わいは明治期から戦後しばらく

続いた。現在も八女福島には往時の町割り・地割

りが継承され、江戸期から昭和初期にかけての町

家が多数残っている。

八女地方には仏壇、提灯、手漉き和紙、石灯籠

などの伝統産業や製茶、精鑞、製粉、酒造など地

域の農産物に基づいた加工業が古くから発達し、

その多くが受け継がれている。これらの産業は町

並みの景観を形成する上で大きな要素のひとつと

なっている。

町並み保存の動きが出始めたのは 17 年前。

1991 年の台風の被害を受けた町家が取り壊さ

れ、町並みが櫛の歯が欠けたような状況になるの

に危機感を持った市民が勉強会を重ね、1994 年

に「八女ふるさと塾」が結成された。

その動きに応えるように、1995 年に地元行政

が建築物等の修理・修景事業や住環境の整備を行

うため、国土交通省の「街なみ環境整備事業」を

導入し、事業が開始された。事業開始に先立ち、

事業対象地区住民による「景観のまちづくり協定」

が締結され、協定者の代表による「八女福島伝統

的町並み協定運営委員会」が組織された。さらに、

修理・修景事業に対する継続的な支援を受けるた

めに文化庁の伝建制度の導入を進め、2002 年に

は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定さ

れた。

その間、内外に伝建地区の町並みを認知しても

らうために「雛の里・八女ぼんぼりまつり」、「八

女福島町屋まつり」、「白壁ギャラリーめぐり」な

どのイベントが官民により実行委員会形式で開催

され、八女ふるさと塾もその運営に関わってきた。

また、八女ふるさと塾では地元の歴史やまちづ

くりのことを学習する「福島継志塾」、昭和 30

年代まで行われていた天神講を復活させた「天神

さん “ 子ども ” まつり」、地域住民と一緒に行い、

高齢者に餅を配る「年末恒例・みちばたもちつき

大会」などを開催している。

2002 年には、八女福島に興味を持つ人に空町

家を斡旋する目的で、市職員を中心とした NPO

法人「町家再生応援団」が結成された。

そういった様々な取り組みもあり、2010 年 3

月現在、空き家だった町家は 30 代を中心にした

32 世帯により住居や店舗として利用されている。

そうした新しい住民や既存商店の後継者たちは町

家でのライブやワークショップなどの小規模なイ

ベントを開催し、また協同で地域誌を作製するな

どのこれまでにない活動を始めている。2009 年

には 20 ～ 30 代の店舗経営者や住民が中心とな

り、地元の商店や工房が地域を発信するイベント

「八女福島白壁ギャラリー」を開催した。

以上のように伝建制度の導入によりハード面で

の町並み保存の制度的枠組みは整い、少しずつ修

理・修景が進んでいる。また、まちづくりのソフ

ト面においても新しい世代のこれからの活動が期

待出来るようになってきた。

その一方で、住民による町並みや観光を意識し

た取り組みはまだ発展途上で、移住し店舗を構え

た新しい住民の経営の基盤は決して楽観視できる
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ものではない。しかし、個々の経営者の努力によ

り、八女福島に根付いたそれぞれの店の魅力を磨

きあげ、的確に発信すれば、美しい景観の中にあ

る魅力的な仕事を行う商店群として地域の内外に

認識してもらうことで、経営的な安定へとつなが

るはずである。そのためには、それぞれの魅力を

掘り起こし、それぞれが自分自身で再確認するこ

とが必要である。

また、八女福島には、伝統的な商家町、職人町

として独自の生活文化（＝「町の暮らし文化」）

が継承されてきたが、戦後の経済発展とともに失

われつつある。八女の風土の中で作られた町家と

そこで営まれる日々の暮らし、その中での食、仕

事、祭事などは町並み同様次世代に伝えるべきも

のであるが、残念ながらすでに失われてしまった

ものも多く、それを知っている老人も少なくなっ

てきた。

八女ふるさと塾は、会員の多くが伝建地区外の

住民でありながら、約 15 年間伝建制度導入への

働きかけや各種イベントの企画・協力など町並み

保存への中心的役割を果たしてきた。しかし、町

並み保存の制度が確立されたことや、新しい世代

の住民を中心としたイベントが開催されるように

なったことなどの外的理由や、年間を通じてイベ

ントに追われ、地に足のついた活動が出来ていな

い現状を考えると、八女福島での当会の位置づけ

を再認識し、活動を見直す時期にきている。

そうしたなか、議論の末にたどり着いたのが「町

の暮らし文化に根付いたまちづくりをしていくた

めには、まず自分たちが町の暮らし文化を知り、

これを記録し、継承する取り組みが必要である。」

ということである。

そこで、当会では地域の古老や商店主から聞き

取り調査を行い、暮らしの中で昔から伝えられて

きた衣食住やコミュニティなどを記録しアーカイ

ブ化すること、また、その中から町の情報として

まとめたものを Web 上で町の様々な魅力として

発信することに取り組んだ。

4-3-2　事業経緯

（1）研修会の開催

地域で活動を続ける NPO 団体を中心に地域の

主体が参加する研修会が 3 回開催されている（各

回 20 名参加）。全体として、今後の展開を検討

しつつ、ウェブページや地域遺産マップ（リーフ

レット）の作成を体験するものである。それぞれ

の実施日、参加人数、テーマ、研修内容の概要、

主な意見等に関しては、以下に示すこととする。

1）研修会①

テーマ：地元学学習会

日時：2009 年 12 月 22 日（火）19：30 ～

場所：西日本新聞エリアセンター福島 2 階

講師：森千鶴子氏（フリーライター・日田市中津

江村在住）

講演では全国の事例を紹介しながら以下の通り

地元学の意義とその手法の説明を受けた。

“ 地域学 ” の要旨

「地元学とは、地域にあるものを自分たちで調

べていくことである。地域にあるものとは、あり

のままのもの（＋（プラス）のあるもの＝よそに

ないもの、どこにでもあるものと、－（マイナス）

のあるもの＝困っているもの、余っているもの、

捨てているものとがある。）である。

生活の中にあるものを見つけ、みんなで分かち

合っていく。そして、普段あるもの、身近にある

ものに驚いて質問していく。そうすることで、地

域の力、人の力が引き出されていく。」
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2）研修会②

テーマ：地元学による八女福島町の暮らし・文化

調査の実践①

日時：2010 年１月 24 日（日）9：00 ～

場所：八女福島の町並み界隈

講師：森千鶴子氏（フリーライター・日田市中津

江村在住）

　講師とアシスタント 2 名を交えた簡単な説明

の後、４班に別れ、聞き取り調査へ向かった。調

査の後、出発地に合流。明永寺にて班毎にまとめ

の作業を行い、その後、それぞれの班でまとめた

ものを全体で発表しこの日得た情報を共有した。

3）研修会③

テーマ：地元学による八女福島町の暮らし・文化

調査の実践②

日時：2010 年 3 月 14 日（日）9：30 ～

場所：八女福島の古い町並み

簡単な打ち合わせの後、2 班に別れ、聞き取り

調査に向かう。

調査終了後、まとめの作業を行う。まとめに当

たっては、各班毎にパワーポイント等を用い、そ

の後、参加者内で発表した。

（2）事例報告会の実施

テーマ：八女福島町の暮らし・文化調査報告会

日時：2010 年 3 月 29 日（月）19:00 ～

場所：八女市横町町家交流館

参加者：50 名

今回の事業を簡単に説明した後、以下の順番と

内容でそれぞれの聞き取りをまとめたものを発表

を行った。

今回の報告会は市の広報、新聞折り込み、これ

までの福島継志塾（八女ふるさと塾が主催する勉

強会）の参加者へのダイレクトメールなどで告知

し、多数の参加があった。

参加者からは、「デイサービスなどの介護の仕

事に従事しており、介護の現場で昔の地図などを

用いた聞き取りなどの連携が出来る」との提案や、

地元の歴史を勉強する郷土史学級の方からも一緒

に調査をしたいとの申し入れがあった。

（3）ウェブページ、リーフレットの作成

ホームページは、トップページから八女福島の

地理と歴史的な背景の説明を読むことが出来るよ

うにした。また、まち歩き用の地図をダウンロー

ドできるようにもなっている。八女福島にある店、

手仕事や工芸、食文化、住まいなど新たに取り入

れた情報もカテゴリー別にブログ形式で閲覧でき

るようにする。

リーフレットは、まち歩き用の地図と調査し

たなかから選んだ情報を 3 ～ 5 件程度掲載する。

さらに、地域遺産のマップに関しては、英訳版も

作成した。

写真 4-8　研修会①の様子
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4-3-3　まとめ

本事業では、聞き取り調査に先立って講演会を

行い、そこで地元学の考え方について専門家によ

る講義を受けた。

森氏の地元学の講演では、聞き取りを重ね、地

域全体を知ることで地域の真の豊かさが見え、そ

の豊かさを地域全体で共有することの重要性と実

際の地元学による聞き取りの手法や心構えについ

て説明を受けた。聞き取りのなかで分かってきた

魅力的な人や事柄を今後どう活かしていくか、地

元と外の人との有機的な交流をどう行い、そこか

ら何を生み出していくのか、という話があった。

今回は、9 件の聞き取り調査を行った。以下、

聞き取りの一例を紹介する。

「大石家では嫁が夜明け前にクドの火を入れ、

位牌の数だけ仏壇に茶を供えていた。また夕方 5

時になると仕事を終え、服部蝋屋の銭湯へ通った。

結婚披露宴ではほとんどの家が料理人を家に呼び

自宅で結婚式と披露宴を挙げた。熨斗を引くのが

式の始まりで、三々九度の後、その盃は親族に回っ

ていった。披露宴は複数日行うのが多かったよう

で、花嫁は、初日は白無垢を着、翌日からは髪を

島田に結い（カツラの場合が多い）、訪問着で客

を迎えた。八女福島に多数現存する恵比寿祠はそ

れぞれに信仰する人達のコミュニティが形成され

ていた。現在も簡素化されながらエビス講や祭り

は続けられているところもある。」

八女福島に多い仏壇や提灯の製造をする町家で

は、以前はそのほとんどが店先で作業を行ってい

た。女性からの聞き取りで多かったのが、実家と

の結びつきの強さであった。また、町家の作りで

驚いたのは、大人数の宴会を行う為、２階の座敷

と隣接する部屋の敷居が取り外し出来るように

なっていることである。

写真 4-9　研修会②の成果物

写真 4-10　研修会②の様子

写真 4-11　研修会③の成果物

写真 4-12　研修会③の様子
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以上は聞き取り調査の一部のみであるが、町家

での暮らし振り、結婚披露宴の儀式や食事などの

様子、町内行事、商いの様子が垣間見え、町家を

始めとして町並みの中に残る様々なものに明確な

意味があることを再発見することが出来る。ま

た、聞き取り調査からは中宮野町を中心とした昭

和 15 年頃の地図が出来上がった。

また、町家での結婚披露宴や八女福島の会席料

理の提案や伝統産業などの手仕事を以前のように

町家の店先で行うようにすることなど、以前の暮

らしから見えてくるもので今後の観光に活かせる

ものは多い。

さらに、新しく八女福島で住み始めた人などに

とって、その町家や隣近所の今と昔を知っている

こと、それを人に語ることが出来るということは

本人にとっても町にとってもその魅力を大きく発

揮する機会になる。今回の聞き取り調査で得たこ

とは今後も有用な資料になると思われる。

まず、町の暮らし文化を掘り起こし、その豊か

さを共有し次の世代に伝えること。伝える中から

写真 4-14　ウェブページ（コンテンツページ例）

写真 4-13　ウェブページ（トップページ）

写真 4-15　リーフレット
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歴史性を踏まえた新しいものを生み出すこと。そ

こから発信できるもの観光に活かせるものを見出

すこと。こうした段階を経て、八女福島の生業と

暮らしを守りつつ、最終的に町並み保存へと繋が

ることを期待するものである。

4-4　参加者のアンケート結果

平福地区、八女福島地区の両地区において、本

事業で開催した研修会等への参加者に対し、以下

の 4 項目についてアンケート調査を実施した。

①事業の効果について

②事業内容の課題、改善点について

③今後、希望する支援について

④ナショナル・トラスト運動への意見等につい

て

①事業の効果について

平福地区では「地域遺産を再発見できた」、「地

域住民のふるさと意識が向上した」というような

回答がみられた。本事業で実施した団体の立ち上

げを目的としたイベントの開催や冊子の作成等を

通じて、平福地区に残る地域遺産を多くの住民が

再認識することができたと言える。また、「観光

ＰＲとしての効果があった」という意見があった

ことから、本事業が地域遺産の保存・利活用といっ

た今後の活動へ展開することが期待できる。

一方、八女福島地区では平福地区とは異な

り、地域外の居住者を中心とした既存の住

民組織を対象に事業を実施した。その結果、

「八女福島に住む人たちの仕事を中心にその魅力

を冊子やウェブページで発信する形づくりが出来

た」、「昔の暮らしの様子がわかった」といった意

見がみられ、当該地区の地域遺産の再発見し、さ

らにそれを体系化、発信するといったプロセスが

達成されたものと言える。また「地域外からの参

加者が多い当会会員と地元の人たちとの人間関係

を深めるきっかけになった」等の意見があり、本

事でより多くの地域主体が参加できるようにな

り、団体としての活動をより広めることができた

ようである。

②事業内容の課題、改善点について

課題については、両地区から「今回の取り組み

での成果を今後どのように活用するか」、「発見し

た資源や得られた情報の活用についての検討が必

要」、「取り組みの充実を図る」といった回答が得

られた。本事業の成果を評価しながらも、それを

一過性のものとはせず、今回得られた成果を各地

で有効活用し、展開していくことが今後の重要な

課題であると言える。

改善点に関しては「研修会の期間が短かかった」

といった意見が多くみられた。

③今後、希望する支援について

資金面に関する支援の継続を求める「費用の支

援をお願いしたい」、「継続的な支援をしてほしい」

という回答が多くみられた。他には「他地域での

活動紹介をしてほしい」、「ＰＲの場を拡大してほ

しい」といった情報の送受信に関する支援を希望

する回答があった。

④ナショナル・トラスト運動への意見等について

「復興と保存に向けて努力する地域を支援して

もらいたい」、「放置されつつある遺産に対し、保

存の火付け役になってください」といった、地域

が抱える課題に対してその力を発揮してほしいと

いう意見が多くみられた。また、「ナショナル・

トラスト運動の存在を多くの人に知ってもらうこ

とが必要」など、ナショナル・トラスト運動を広

く周知・展開することが地域遺産の管理活用に有

用という意見も見られた。
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4-5　支援事業のまとめ

今回は研修会プログラムの策定から、実施、ま

とめまでにわたって、各地域の主体性を尊重し、

各地区における NPO が中心となり地域住民をよ

り多く巻き込む形で実施した。また、今回の取り

組みは短期間で一過性のものであることは否めな

いが、この機会を最大限に地域側が生かし、今後

の観光まちづくりを展開するためのきっかけとな

ることを主眼として、取り組んだ。

平福地区では、数少ない観光ガイドが語り継ぐ

平福の町の物語を、有志を中心とした地域住民が

ゲスト役として聞き、またそれを映像記録として

保存した。また、これをきっかけとした町の地域

遺産の掘り起こしを住民主体で行い、それらを一

つの冊子としてまとめ、印刷物として仕上げると

いうプロセスに取り組んだ。何よりこれまでの

様々な経緯をもつ既存の団体では、これからの観

光まちづくりに積極的には取り組むことは困難で

あるという判断のもと、今回の事業において、各

団体から有志を募り新たな団体の立ち上げが実現

できたことは評価できる。そのプログラムの実施

過程において、様々な意見調整等の努力があった

と考えられる。しかし、台風被害からの復興とい

う地域課題に対し、今回の研修プログラムを実施

するといった課題に対応できる体制づくりのため

には外部からのアプローチがどのように地域で作

用し、有効に働くかについて見ることができた。

また成果物として作成した『観光ガイド之書　平

福まちの魅力再発見－あなたの知らない平福が見

つかる筈です－』は、今後観光まちづくりに取り

組む地域住民全世帯に配られたことから、彼らを

通じて今後当地を訪れる人々に地域遺産を伝える

ツールとして活用されることが想定される。さら

に、当事業の実施を通じて、神戸新聞をはじめと

した地域のマスメディアに定期的に取り上げられ

たことは、地区外の人々へ当該地区のアピールの

機会になったとともに、地区内の人々のアイデン

ティティ形成に寄与したといえるだろう。

また八女福島地区では、お年寄りを中心に町の

記憶の掘り起こしを行い、地元学として体系化に

取り組んだ。ここでも市民中心にこれまで取り組

まれてきた活動を尊重し、指導的関係とならず、

支援をする側と受ける側とのニーズを双方が理解

し、良好な関係を形成することが重要であること

がわかった。

事業の成果物である「町の暮らし文化アーカイ

ブ」は、紙媒体としての配布とともに、デジタル

データとして作成し web 上で公開したことによ

り、より多くの人々に当該地区の地域遺産に関す

る情報を得る機会を提供することとなった。さら

に、今後も当該地区の観光まちづくりを発展的に

支えるツールとして活用が期待できる内容となっ

た。また、「町の暮らし文化マップ」は、地区内

外の人々に地域遺産の魅力を伝えることができる

ツールであるとともに、英語版も作成したことで、

外国人客の誘致ツールとしても大いに期待ができ

る。

最後に今後の課題としては、このような主体性

をもって活動を展開する団体の成果が他団体にも

参照できるよう他団体とのネットワークの強化

や、ニーズのマッチングを実現するプログラムを

構築していくことが挙げられる。
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